
委　託　委　託　委　託　委　託　

第8回 入札明細書 単位:　円

事　業 入   札  （見　積）　金   額

箇　所 第１回 第２回 第３回

高森商事㈱ 113,094,000  95,800,000 95,290,000

㈱東海衛生 100,500,000  95,800,000 95,250,000

㈲東富士クリーンサービス 98,600,000   95,800,000 95,000,000

㈱クリーンタウン 98,400,000   95,800,000 95,200,000

㈱勝又商事 96,000,000   95,300,000 94,800,000

入札書比較価格 ㈲マルコー 98,700,000   95,800,000 95,100,000

千円 履行期限 ㈱タカダ産業 97,650,000   95,900,000 95,285,000

H32.3.31 ㈲みくりや紙業 99,000,000   95,900,000 95,200,000

㈱勝又商事 46,080,000   45,200,000 決定

㈱クリーンタウン 46,200,000   45,400,000

㈲みくりや紙業 46,500,000   45,300,000 立会

入札書比較価格

46,04046,04046,04046,040 千円 履行期限

H32.3.31

㈱勝又商事 46,440,000   45,400,000 44,500,000

㈱クリーンタウン 46,080,000   45,200,000 43,980,000

㈲みくりや紙業 46,260,000   45,500,000 44,200,000

入札書比較価格

千円 履行期限

H32.3.31

㈱フジヤマ　沼津営業所 辞退

㈱三水コンサルタント　静岡事務所 5,700,000    

㈱オオバ　静岡営業所 4,700,000    

応用地質㈱　静岡支店 7,000,000    

㈱日本環境工学設計事務所 2,300,000    決定

入札書比較価格

3,5003,5003,5003,500 千円 履行期限

電子入札 H29.3.24

㈱フジヤマ　沼津営業所 23,400,000   

昭和設計㈱　沼津営業所 24,400,000   

㈱東日 23,800,000   

服部エンジニア㈱　沼津事務所 24,000,000   

㈱中部綜合コンサルタント　沼津営業所 23,700,000   

入札書比較価格 静岡コンサルタント㈱ 23,200,000   決定

24,09024,09024,09024,090 千円 履行期限 鈴木設計㈱ 23,400,000   

電子入札 H29.3.17 不二総合コンサルタント㈱　富士支店 23,700,000   

静銀経営コンサルティング㈱ 13,983,200   立会

㈱しんきん情報サービス 辞退

㈱エヌ・ティ・ティ・データ東海 辞退

㈱電算システム 13,683,800   決定

入札書比較価格

13,70913,70913,70913,709 千円 履行期限

H32.3.31

市内

市内

管　第　56　号

御殿場市災害廃棄物処理計画策

定業務委託

リサイクル推進課

リサイクル推進課

管　第　55　号

資源物（新聞・広告、雑誌・雑

がみ、段ボール、紙パック）収

集及び受入処理業務委託②

市内

執行平成28年11月16日 平成28年度

提  出  課

リサイクル推進課

道路河川課

指 名 業 者

管　第　53　号

資源物（びん・缶）収集及び回

収用コンテナ配布回収業務委託

市内

資源物（新聞・広告、雑誌・雑

がみ、段ボール、紙パック）収

集及び受入処理業務委託①

事     　業       名

管　第　57　号

社会資本整備総合交付金事業

市道０１２９号線測量設計業務

委託

町屋

リサイクル推進課

管　第　54　号

税務課

管　第　58　号

市税コンビニエンスストア収納

事務委託 萩原

不調

不調



委　託　委　託　委　託　委　託　

第8回 入札明細書 単位:　円

事　業 入   札  （見　積）　金   額

箇　所 第１回 第２回 第３回

執行平成28年11月16日 平成28年度

提  出  課 指 名 業 者事     　業       名

パシフィックコンサルタンツ㈱　静岡事務所 6,860,000    

㈱長大　静岡事務所 18,900,000   

㈱ニュージェック　静岡事務所 7,800,000    

昭和㈱　静岡支社 10,000,000   

入札書比較価格 玉野総合コンサルタント㈱　静岡支店 8,000,000    

9,1609,1609,1609,160 千円 履行期限 ㈱地域まちづくり研究所 6,090,000    決定

電子入札 H29.12.20 ㈱地域デザイン研究所 7,160,000    

㈱アクト 3,690,000    

㈱駿河調査設計 3,450,000    決定

㈱滝口測量設計 3,600,000    

㈲小林技建興業 3,550,000    

入札書比較価格 中央建コン 3,500,000    

3,5403,5403,5403,540 千円 履行期限

電子入札 H29.3.31

㈱大綱造園 2,320,000    

㈱ハヤシ造園土木 2,280,000    立会

横和庭園 1,790,000    決定

㈱ひろせ造園土木　御殿場支店 3,187,260    

入札書比較価格

2,7572,7572,7572,757 千円 履行期限

H29.3.31

㈱大綱造園 2,360,000    立会

㈱ハヤシ造園土木 2,991,000    

横和庭園 2,060,000    決定

㈱ひろせ造園土木　御殿場支店 4,710,000    

入札書比較価格

3,0613,0613,0613,061 千円 履行期限

H29.3.31

㈱小林保全 2,150,000    決定

クリーンサービス㈱ 2,400,000    

オリエント工業㈲ 2,350,000    

㈱エイコウサービス 2,330,000    立会

入札書比較価格

2,3772,3772,3772,377 千円 履行期限

H29.2.28

萩原

御殿場市「富士山桜いっぱいま

ちづくり」推進事業　市道０１

２５号線植栽業務委託

都市整備課

管　第　61　号

御殿場市「富士山桜いっぱいま

ちづくり」推進事業　市道５３

４０号線植栽業務委託

都市整備課

管　第　60　号

駒門公園用地測量業務委託

駒門

商工観光課

管　第　59　号

温泉会館改築基本計画策定業務

深沢

下水道課

管　第　63　号

都市整備課

管　第　62　号

板妻

神場

駒門

平成２８年度国道１３８号周辺

管渠点検清掃業務委託

萩原

二枚橋


